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外来種を通して考える 

現在日本に入ってきている外来種は 動物ではペ

ット、植物では園芸種など世界中の物流の発展によ

り膨大な種類の外来生物が入ってきています。 

2005年（平成 17）6月 1日に施行された外来生物

法の中で日本の生態系等に被害を及ぼすおそれのあ

る外来種について定めています。その中でも規制・

防除の対象とするものは哺乳類はじめ10分類群156

種を「特定外来生物」として現在指定しています。

更に平成 20 年６月「生物多様性基本法」が施行さ

れ、それに伴い生態系被害防止外来種リストが作成

され、国外由来 399種、国内由来 429種が掲載され

ました。 

 すべての外来種が悪影響を及ぼすわけではありま

せんが、中には自然のバランスに大きな悪影響を及

ぼしてしまうものもいます。最近、ニホンミツバチ

の危機について講演

を聞く機会があった

のでご紹介します。日

本にはミツバチは２

種類しかいません。ニ

ホンミツバチとセイ

ヨウミツバチです。元来、ニホンミツバチは性格が

おとなしく，病気や天敵への耐性が高いと言われて

います。2018年、アメリカにおけるミツバチのコロ

ニーの 40％が死滅あるいは消滅したといわれます。

その大きな要素とし

てアカリンダニが挙

げられています。 

このアカリンダニ

は 2010 年には初めて

長野県で報告され。全

国に広がっていった

ようです。このダニの大きさは、雄は 0.1㎜前後、

雌は 0.15 ㎜と大変小さくハチの気管に侵入し、気

管内で成虫と同じくらいの大きさの卵を産み、気管

をふさいでしまうとのことです。これにより運動能

力が落ち、帰巣が出来ず、冬季には蜂球をつくり羽

を震わせ、発熱することにより温度を保つことが出

来ずコロニーが凍死するようです。こうした例は一

つの種を絶滅させるおそれもある大きな悪影響を及

ぼす外来種と言えます。 

 現在、人や物の交流は爆発的に増え、これまで出

会ったことのない生物同士が出会い大きな悪影響を

受けて微妙なバランスを取っている生態系が崩れて

いくのを感じます。この数年私たちの大きな関心事

である新型コロナウイルスもこれを書いている時点

では南アフリカで「オミクロン株」と名付けられ、

大きく変異した感染力の強いウイルスについて報じ

られ、この機関誌が発行される時点ではどのような

状態になっているか危惧されるところです。 

 前述のセイヨウミツバチはアメリカでは大きな打

撃を受けたものの日本やアジアではセイヨウミツバ

チのアカリンダニによる影響はほとんどないとのこ

とです。これこそが多様な生物のなせる業かと感じ、

改めて生物多様性の大切さを感じているところです。 

（理事長 石川 明博） 
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☆コロナ時代の収穫感謝祭 

コロナ禍にもかかわらず今年も 11 月 21 日に一応収穫

感謝祭を行うことができました。コロナが小康状態と言

えども第 6 波が来ると予想されている中で、いかに安全

に実施するかをセンターと相談し、餅搗き(26臼)と共に、

芋煮(1鍋)と焼き芋(100個)を作ることにしました。先に

一応としたのは、コロナの感染を防ぐため以下の制約下

で行ったためです。 

 １）芋煮鍋は全て前日にスタッフが準備し、従来行っ

ていた参加者による準備はやめ、鍋の種類も 1 種類と縮

小しました。食器も持参したものは使わず市販のものに

スタッフがよそうことにしました。 

 ２）餅搗きは搗くのは参加者に行ってもらうが、手返

しや後処理はスタッフが行うことにしました。餅も搗き

たての餅をその場で食べず、のし餅にして持ち帰るよう

にするなど、スタッフ以外の接触をできるだけ避けるよ

うにしました。 

 

 

当日は９時半から受付け、10時から日比野センター長

と石川理事長に挨拶して頂いた後、餅搗きや芋煮、焼き

芋を始めました。参加者は里と森の教室の生徒14家族39

人、会員 28人、センター職員 11人の合計 78人でした。

終了は13時で、参加者にはのし餅ともち米、うるち米を

持って帰って頂きました。参加者にとっては多少参加意

識が薄かったかも知れませんが、コロナ禍ゆえ止むを得

ないのではないかと思います。来年はコロナが収束して

盛大に収穫感謝祭が行えるようになることを祈るばかり

です。      （里づくりグループ 杉浦 元保） 

 

☆こども講座「森であそぼ！」秋の実さがそう 

11 月７日に行いました。夜半の雨もあがり、気持ちの

よい天気になりました。今回はおとなと子どもの二つの

グループに分かれて歩きました。 

子どもたちと森の入り口に立つと白いけむりのような

ものが漂っているのが見えました。「なんだろう?」森の

中はヒヤッとした空気に包まれていました。皆で深呼吸

をし、耳を澄まして森の音を聴きました。川の音と鳥の

声が聴こえ、土のにおいがしていました。日陰にたまっ

た落ち葉にひそんでいる、羽がない、つるんとした体の、

長い後ろ足で鈍くとぶカマドウマをみつけじっくりと観

察しました。 

センターに戻って工作するための気に入った木の実、

草の実等を探しながらゆっくり歩き、おもしろい形をし

た色々

な実を

集めま

した。

人気の

あった

植物は

ヒノキ、

スギ、

シダで、緑が濃くて、葉の形がかっこいいと子どもたち

が言っていました。そう言われてみると、かなりカッコ

いいなと思いました。 

シュウブンソウの種は柔らかくて、つまむとホロホロ

と崩れる不思議な指の感触でした。少し先に川が見えて

きて、誰かが「けむりの元はここだったんだ」と言った

のでみんなで近くまで行きました。確かに水面から「け

むり」が出ていました。皆で考えました。「もしかして、

お湯かもしれないね」湯気かもね。スタッフが川に降り

て確認すると「冷たいでーす」のことば。温泉かと思っ

たら違ったようです。で、あれはなんだったのでしょう。 

おとなグループでは自然観察会を行いました。鳥に興

味をもつ人、メモをとる人がいて、森のなかではじめて

見て、それらを知ることができて新鮮な機会になったよ

うです。「次回もまた参加したい」とお母さんから声をか

けていただきました。今は知りたいことがあれば すぐ

に答えを得ることが簡単にできます。森であそぼでは 

出会いの中で いろいろなことに興味をもって 何でだ

ろう？どうしてかしら？と 頭をめぐらせ自分なりの答

えをみつけていく時間をたのしんで過ごしてほしいです。 

参加者の皆さんにはそれぞれで歩いた道のりでの発見

を、おうちに帰ってからの会話で辿ってもう一度楽しん

でいただけたらいいなと思います。 

(自然調査グループ 細川 小百合) 

森の中をゆっくり歩く 

餅搗き 

焼き芋 
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☆企業連携 

 今年もコロナ禍のため前半は、ほとんど企業連携の活

動ができませんでした。センター駐車場にある伊藤園さ

んのお茶畑は草取り、水やり、肥料やりなどは例年通り

に行い、今年も

お茶の花が咲き

ました。 

 11 月に入り、

コロナ禍が少し

落ち着いたので、

11月 20日（土）

にはTBエンジニアリングさんの間伐体験があり、11人の

参加者で森の会スタッフは２人で行いました。 

また 11月 28 日（日）にはカルビーさんの間伐体験が

ありました。カルビーさんはサツマイモも作ってきまし

たので、収穫したサツマイモで焼きイモを焼き、楽しん

でもらいました。参加者は14人、スタッフは４人でした。  

来年はもっとたくさんの企業連携を行えるようコロナ

禍の収束を切に願います。  (事務局 中元 恵子) 

 

☆他団体との交流 

海上の森運営協議会 

令和３年 9月 24日（金）、本年度第 1回海上の森運営

協議会があいち海上の森センターにて開催されました。

報告事項は森の保全活用事業の取り組み状況、自然環境

保全地域維持管理事業について、協議事項は海上の森保

全活用計画2025の進捗状況について意見が交わされまし

た。新たな事業として森林に関する基礎講座（仮称）を

１月から３月の間に１回程度20人募集を予定していると

報告されました。 

 保全に関して、以前からの懸案事項であるビワコエビ

ラフジについて、その後、県職員の調査により近くの斜

面にて数株発

見し、専門家

の意見を聞き

ながら保全に

向けて進めた

いとの報告が

ありました。

屋戸湿地の

2021年度の保全は、北西側の全伐箇所にあるミズゴケな

どの除去を名工大増田研究室が中心になり行っていくと

のことです。 

委員の一人から資料が示され、最近の小学校教育の現

場では３年の道徳の資料には「里山をまもろう」との記

述があり、６年の理科・社会科ではSDGｓにも触れられて

いるとのことでした。     （委員 石川 明博） 

 

せと環境塾運営委員会 

９月の瀬戸市令和３年度第１回せと環境塾運営協議会

も前回に続いてコロナ対策のため会議は行われませんで

した。 

メールによる資料の配布で内容は、令和２年度後期講

座の実施報告、どの様なコロナ対策をして認定講座を実

施しているかのアンケート、瀬戸市が計画しているオン

ライン講座に対する意見募集などでした。 

令和２年度後期講座の実施報告は自然ウォッチング３

回の参加者数、参加者の感想などを、四季のイベントは

コロナのため一般参加中止を報告しました。 

８月に令和３年度後期講座として「自然ウォッチング」

と子供対象の「森であそぼ！」を申請し、10月１日号の

「広報せと」に掲載されました。 

（自然調査グループ 曽我部 紀夫） 

 

せと市民活動連絡会運営会議 

 「交流フェスタ2021 in パルティせと」の開催 

10月２日（土）AM10:00より 

テーマ：10年後のために、今できること！  

昨年に続くコロナ禍のなか、年度始めから何度も話し

合いを重ね、その結果、蔓延防止の規制のなかで出来る

ことだけでも継続しておくべきだという意見が多く、上

記のようなテーマで実施することになりました。 

 講演会は NHK名古屋、夕方放送「まるっと」の MC（司

会）有田さんの「また会いたくなる！聴き方、伝え方」

をテーマに分かりやすい話がありました。人に会う機会

が少なくなった今だからこそ人との関係をじっくり考え

るよい機会ともなりました。 

今回は活動団体の紹介もできましたので、石川理事長

に無理をいってパワーポイントを作成してもらい、みな

さんに会の活動を紹介しました。 

ボード展示の場所も提供してもらえましたので参加し

ました。会の課題である会員獲得の一助になればと考え

ています。         （理事 出口なほ子） 

 

尾張北部丘陵・東部丘陵生態系ネットワーク協議会 

尾張は８月22日（日）に犬山にある自然休養林八
はっ

曽
そ

ふ



会の動き 
 

4 

 

れあいの森にてモニタリング観察会が開催されました。

当会からの参加はありませんでした。 

東部のあいち自然再生カレッジ第 1 回目は 10 月２日

（土）名古屋学院大学において「都市養蜂で社会的課題

の解決を目指す」というタイトルで計画されましたが、

コロナ禍の医療体制逼迫を考慮して屋内講演は中止とさ

れました。 

第２回目の講座は10月３日（日）に「湿地サミットプ

レイベント」のタイトルで長久手にある二ノ池湿地をフ

ィールドとして、普段立ち入ることができない区域で、

湿地の保全活動体験が行われましたが、当会からは３名

が参加してきました。（自然調査グループ 石川 明博） 

 

あいち海上の森フォーラム 

第５回 共生シンポジウム 

11月６日に「ウインクあいち」で開催しました。 

今回は、昨年募集した「海上の森課題研究」に応募さ

れた２名の学生（名古屋大学大学院環境学研究科の杁山

哲矢氏・同大学院生命農学研究科のチラガル氏）からの

研究成果発表と国立環境研究所の坂本佳子主任研究員か

らの特別講演を行いました。 

杁山氏からは、花崗岩及び砂礫層地域のヒノキ林の成

長特性と土壌特性の比較を行った結果の報告があり、チ

ラガル氏からは、海上の森で長期間にわたって収集され

た成育しているすべての木を測定する毎木調査のデータ

と実生のデータに加え、各樹種の生育段階の葉の形質デ

ータを用いて、暖温帯二次林の樹木群集動態と機能形質

を比較した結果の報告がありました。 

特別講演では、「外来アリ」や「ミツバチに寄生するダ

ニ」の研究の実例を交えながら、外来生物が他の生物に

どのような被害をもたらしているのか、研究成果をどの

ように対策に生かしているのかの紹介があり、生物多様

性を守る意義について考える講演がありました。 

その後、コメンテーター・講演者・会場参加者を交え

質疑応答・意見交換を行い、講演内容等の理解を深め、

盛会の内に終了しました。  （事務局 浦井 巧） 

地域発！関連団体の紹介 

長久手湿地保全の会        代表 水岡惠子 

長久手湿地保全の会は、2014年（平成26年）5月に設

立した団体です。湿地環境の重要性をふまえ、保全のた

めの活動を行うこ

とを目的としてい

ます。会員は現在

16名（男性7名、

女性 9 名）で、月

に 3 回、長久手市

内3ヶ所11の湿地

で、楽しく、パワフルに活動しています。 

 活動場所は、普段立ち入ることのできない湿地のため、

まず進入路づくりから始め、湿地内の草刈り、周辺樹木

の除伐などの作業を行っています。 

湿地は、冬には表面の水が凍り、夏には蒸し暑く、厳

しい作業になります。

しかし、作業を進める

と、水がしみ出し、湿

地特有の植物が確実

に増えてきます。栄養

がなく、酸性で、水浸

しという条件の悪い

環境に咲くミリ単位の小さな花たちに心癒され、勇気づ

けられ、次の作業への意欲を掻き立てられます。 

 今年度は、コロナが少し落ち着いた10月3日に東海丘

陵生態系ネットワー

クの自然再生カレッ

ジ、10月30日には長

久手市と共催で「秋の

湿地へようこそ～座

学と湿地の見学」を行

いました。また、11

月 23 日には、学生の保全体験GAIA の受け入れもあり、

忙しくなりました。さらに、来年度には長久手市主催の

湿地サミット（愛知県内の湿地保全に取り組む自治体と

団体が集まって交流）も予定されています。 

 長久手市では、アドバイザー会議を設置し、湿地の

保全について、専門家とともに現地確認をしながら話

し合いを進めています。団体として、まだまだ勉強す

ることも多いのですが、湧水湿地の生態系を守り、次世

代に残していくため、これからも活動を継続していきた

いと思います。 

安全に気を付けて活動 

4ミリの花ミミカキグサ 

池畔の湿地見学 
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海上の森のシダ植物 その３                 自然調査グループ 倉田紀男 

 

シダ植物の特色（２） 

②羽状に裂ける葉がほとんどです（写真１）。上述のノキシノブのような単葉や三つ手になったり単葉のまま

だったりするミツデウラボシのような葉もあります（写真２）。 

 

③花は咲かないので種子は  出来ない

が、葉裏に胞子嚢群（ソーラス、胞子

が沢山詰まった胞子嚢が集まったも

の）を付けそこから非常に細かい胞子

を散布し胞子が地上で発芽すると前葉

体になり、それに造卵器と造精器が出

来、精子が泳いで造卵器に達し受精す

ると普通みるシダ本体に成長します。写真３では半透明の部分が前葉体で緑のシダ本体の幼葉が出ています。

もちろん栄養繁殖もあり、普通は根茎から幼葉がでますが、写真４のヌリトラノオのように葉先に幼葉を作

るものもあります。 

 

・葉は光合成で栄養を作り出す働きと胞子を作る働きの両方を持つものが多く、葉裏に付く胞子嚢群の形（丸

形、三日月形、お椀形、線状

など様々、写真５丸型の例）

や位置によって所属する科

や種名の見当がつきます。  

  

・葉が栄養だけを作る栄養葉

と胞子だけを作る穂のよ

うな胞子葉を別に出すも 

のも多い（本シリーズ（１）のフユノハナワラビやシシガシラ）。すべての葉が栄養葉のような葉でも胞子

嚢群を付ける葉と付けない葉があるものもあります。 

以上、フユノハナワラビと本稿の写真 1以外はすべて海上の森の駐車場からサテライト（林道含む）間で私

がスマートフォンで撮った写真です（拡大鏡で拡大しその上から撮った写真もあります）。今回紹介しきれな

かった写真もありますし、海上の森の広大な地域には違ったいろいろのシダがいるはずです。また今回は主に

冬に見られるシダだけですが、夏にしか見られないシダも沢山いますので、次回紹介したいと思っています。 

（60号に続く）                              

３半透明の前葉体と緑のシダ本体 ４ヌリトラノオ 

 

５ヤブソテツの葉の裏側 

 

１シダ植物の部分名称 ２ミツデウラボシ 
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自然調査グループ・生物季節調査                                                                                                                            

 今年の８月は例年にない天候不順で特に太平洋高気圧

の勢力が弱まり、本州付近に前線が停滞し、真夏にしては

異例の長雨となりました。幸いこの地方では大きな災害

は発生しなかったものの、海上の森では散策路が川のよ

うになり、大きくえぐれて水路のようになったところが

各所にできてしまいました。また、小さな沢では山から出

た土砂で１ｍほどの深さも埋まり、道路を横切る土管を

ふさいで散策路と同じ高さになり溢れ出て道路を下って

行ったようです。 

こうした長雨により８月は過去に例がないほどの３週

連続の調査中止となってしまいました。９月にはあいち

海上の森センターにより少しずつ整備が始まり大量の土

砂も取り除か

れていきまし

た。 

こうした天

候不順にもか

かわらず、林道

コース、湿地コ

ースの花や昆

虫たちは例年のように咲き吸蜜しています。９月の中旬

が海上の森

で最も花の

多い季節と

言われます。

林道コース

ではアキチ

ョウジやア

ケボノソウ、

湿地コースではスイランやホソバリンドウが咲き乱れて

いました。 

自然ウォッチング 

例年通り12月第１日曜日まで行う予定ですが、９月は

25名、10月は何と42名、11月は33名の参加と、相変わ

らず多くの参加者に来ていただいています。これからも、

皆さんに楽しく海上の森を散策していただきたいと思い

ます。 

海上の森ツアー 

 11月27日（土）にJAFのツアーを引き受けJAF職員３

名と一般参加者12名をスタッフ５名で篠田池コースにご

案内しました。終了後、参加者からFacebook上に「めっ

ちゃ楽しかったです」とのコメントを頂いて感激でした。 

こども講座 

11月７日「秋の実さがそう」を行ないました。詳しく

は別欄（２頁）に掲載しました。 

(グループリーダー 石川明博) 

 

里づくりグループ・里と森の教室 

実りの秋を迎え、稲は黄金色の頭を垂れ、９月に種を蒔

いた大根と人参も元気に育っていて、田んぼも畑も豊か

な姿を見せてくれています。秋の一大イベントは、稲刈で

すが、今年はお盆の長雨の影響による生育の遅れから、９

月末に予定していた稲刈を２週間延期して、10 月 10 日

（日）に

変更して

実施しま

した。稲

を鎌で刈

るところ

まではい

いのです

が、稲架

にかけて干すために、稲を束ねて藁で縛る作業に最初は

慣れない方も。でも、皆さん要領を得て、早く、無事に稲

刈を終えることができました。 

前後しますが、10 月 3 日（日）には間伐体験を実施。

林道脇の檜を 10 本も倒し、いつもとは少し違う体験に、

生き生きと力作業をしていただきました。 

稲以外にもサツマイモ、里芋、大根を収穫し、収穫祭で

豚汁に。

恒例の餅

つきと焼

芋と合わ

せて、美

味しく楽

しい収穫

祭となり

ました。

里と森の教室も残すところ、あと 1 回。巡る季節の速さ

を感じます。   （里づくりグループ 今村 朋範） 

 

森づくりグループ・森林（もり）づくり 

今期は６年前までに実施してきた通称“1.7haゾーン”

中のヤマザクラエリアの除伐・間伐に注力しました。前期

にヤマザクラの生育調査を行ったエリアの下草や低木常

アケボノソウとホソヒラタアブ 

 ホソバリンドウ 

 

稲刈り前の説明会 

サツマイモ掘り 
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緑樹を刈り取った後に、ヤマザクラの成長を妨げている

ヒノキの間伐を行いました。まだ途中ですが、ヤマザクラ

に太陽光がかなり当たるようになりました。 

今期はその他に以下のことを実施しました。 

１）企業連携の間伐指導：TBエンジニアリングとカル

ビーに間伐の指導を行いました（詳しくは３頁参照）。 

２）篠田池のベンチ設置：11月23日、散策者が休憩し

易いように篠田池にベンチを２基とテーブル用の丸太を

６個設置しました。（森グループリーダー 杉浦 元保） 

木工芸教室 

〝ヤット完成 ２年がかりの大作だよ“ 

 写真は 45ｃｍを超える山桜の大プレートを手に“ニッ

コリ”する谷俊江さんです。 

裏面の高台内に「山桜 海上の森の 山桜」と見事な句

と花の陽刻を施した力作です。 

さて、このプレートにどんな御馳走を盛るか日々の食

卓が楽しくなりますね。    （リーダ 布目 勝） 

 

里山文化グループ・里のくらし 

 春から活動らしい活動ができず、９月18日に予定して

いた「四季のイベント・里のお月見」も台風のため中止と

なりました。 

 11 月 21 日には天候にも恵まれ、規模は縮小しました

が、収穫

感謝祭を

無事行な

うことが

できまし

た。久し

ぶりに充

実した 1

日でした

（詳しくは２頁）。 

12 月 19 日に予定している「四季のイベント・正月準

備」、1月15日に予定している「四季のイベント・正月行

事とドンド」はコロナ禍のこともありますので、三密を避

けるために規模を縮小し、できる範囲で実施したいと思

います。 

サテライト維持管理 

 サテライトの庭は相変わらず草が威勢よく延び、８月

中の長雨では庭の手入れが大変でした。その上、イノシシ

が裏庭、サテライト東側のサザンカの生け垣下などを毎

日のように掘り起こし草も刈れず、水路には掘り起こさ

れた土が落ちこみ、水路さらい（掃除）の連続でした。 

それでも、たくさんのハイカーの皆さんが休憩に利用

していただき、やりがいがありました。 

       （グループリーダー 出口 なほ子） 

 

情報広報グループ 

 『海上の森だより』第58号より情報広報グループに参

加させて頂いている新参者です。どうぞ宜しくお願い致

します。とはいえ、海上の森にはずっと以前からたくさん

の「シアワセ」をもらいに、折にふれ訪れていました。そ

してこんなにも身近に豊かな自然が保全された場所、そ

こには多くの人々の知恵と努力と汗があったことを訪れ

るたびに知るようになり、ますます「大好きな森」になり

ました。 

 この「素敵な森」を多くの方々に伝え仲間に入ってもら

いましょう！ そして子どもたちにも自然の大切さを伝

えてゆきましょう！ 

 情報広報グループは年３回『海上の森だより』を発行し

ています。この会報を通して、楽しく魅力のある会である

ことを発信できるよう微力ながら頑張ってみます。 

         （情報広報グループ 原田宏美） 

篠田池に設置したベンチ 

 

収穫感謝祭 作業開始に当たって 
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海上の森の会 活動予定 2022 年１月～４月  

月 活   動 活 動 日 時 間 集合場所 担 当 

１ 

生物季節調査 13,20,27 各木曜日 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

耕地管理(１畑の耕耘、2水田の耕耘） 9（日）16(日),22(土) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

森林づくり（間伐作業） 4(火),15(土),18(火) 9:00～15:00 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 5(水),9(日),26（水） 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

四季のイベント・正月行事とドンド焼き 

（会員限定） 
15(土) 10:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

推進会議（午前中に耕地管理あり、時間を遅

らせるか?) 
22(土) 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

２ 

生物季節調査 3,10,17,24 各木曜日 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

耕地管理（1 タマネギの除草、2 水路整備

3水路整備） 
6(日),13(日),26(土) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

森林づくり (間伐作業) 5(土),8(火),19(土),22(火) 9:00～15:00 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 2（水）,13(日).,23(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

推進会議 26(土) 12:30～14:00 協働推進室 1 理事長 

３  

生物季節調査 3,10,17,24,31 各木曜日 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

耕地管理（1水路整備・シイタケ菌打ち、

2 畑の耕耘・ジャガイモ畝立て、3 ジャガ

イモの植付け） 

6(日),13(日),20(日) 9:00～ 里の作業小屋 里づくり 

森林づくり （間伐作業） 5(土),8(火),19(土),22(火) 9:00～15:00 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 2（水）,13(日).,23(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

四季のイベント・里のひな祭り 26(土) 9:00～14:30 里山サテライト 里山文化 

推進会議 26（土）は四季のイベント 25(金)か？ 12:30～14:00 協働推進室 理事長 

４ 

生物季節調査 7,14,21,28 各木曜日 9:30～14:00 入口 P,ｾﾝﾀｰ P 自然調査 

★自然ウォッチング 申込不要 3（日） 9:30～14:30 入口駐車場 自然調査 

★こども講座「森であそぼ！」春をみっけ 10（日） 9:30～14:30 センター駐車場 自然調査 

耕地管理（未定）   里の作業小屋 里づくり 

森林づくり （間伐作業） 2(土),5(火),16(土),19(火) 9:00～15:00 製材小屋前 森づくり 

★木工芸教室 (作品製作) ＊あれば工具 13(水),17(日),27(水) 10:00～15:00 工 作 室 森づくり 

推進会議 23(土）か 12:30～14:00 協働推進室 理事長   

 
※海上の森センター主催 一般公募行事  詳細はチラシ参照 申込先 海上の森の会 
・里と森の教室は全８回セットの参加です（他に自主参加日を設けることがあります）。持ち物 弁当･飲料水 

★会員外参加可能行事（要確認）四季のイベントの持ち物（通常の場合）マイ食器、箸（各種）飲み物 エプロン等 

 

 

 

         

年会費（４月～翌３月） １口 1,000 円 

郵便振込 00820-6―185628 

特定非営利活動法人  海上の森の会 

特定非営利活動法人 海上の森の会 

理事長 石川 明博 

連絡先：〒489-0857 

愛知県瀬戸市吉野町 304-1 

あいち海上の森センター３Ｆ 

Ｔｅｌ&Fａｘ 0561-21-9298 
E-maiｌ  morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp 

問い合わせ時間、火～金、9 時より 12 時まで 

 

海上の森の会 検索☚ 

 

★新型コロナウイルスの防疫のため予

定や対象者を変更することがあります。 

 

Home Page / ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 


